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公益財団法人

調布ゆうあい福祉公社

第27回 福祉講演会

生き方と最期の迎え方
〜平穏死について考える〜
講

師

石飛 幸三

氏

世田谷区立特別養護老人ホーム
芦花ホーム 常勤医

日 時

平成 29 年 1 月 28 日（土）

会

調布市文化会館たづくり12階

場

午後1時30分〜午後3時（開場は午後1時より）
大会議場

申込み （公財）調布ゆうあい福祉公社 〒182-0022調布市国領町3-8-1

TEL：042-481-7711

定

員

FAX：042-483-4378

200名（申込み順、参加費無料）

手話通訳・要約筆記
もあります。

プロフィール
1935 年広島県生まれ。
61 年慶應義塾大学医学部卒業。
同大学外科学教室に入局後、
ドイツのフェ
ルディナント・ザウアーブルッフ記念病院、東京都済生会中央病院にて血管外科医として勤務する
一方、慶應義塾大学医学部兼任講師として血管外傷を講義。
東京都済生会中央病院副院長を経て、
2005 年 12 月より現職。
著書『
「平穏死」のすすめ』
（講談社）は発刊１年で 45,000 部のベストセラー。
その他『
「平穏死」
とい
う選択』
（幻冬舎ルネッサンス）
『
、
「平穏死」
を受け入れるレッスン』
（誠文堂新光社）
など著書多数。
主

催 （公財）
調布ゆうあい福祉公社

共

催

国際ソロプチミスト東京−調布

研

1

後

援

調布市、調布市医師会、調布市自治会連合協議会、調布市老人クラブ連合会
調布市民生児童委員協議会、調布市社会福祉協議会、多摩南部成年後見センター

修

2 介護技術体験講座
家族介護者向け

コミュニケーションスキルアップ研修

「ホスピタリティを学ぶ」

日 平成２８年１２月１６日
■
（金）
午後1時30分〜午後3時

所 調布市市民プラザ あくろすホール
■
（国領町2-5-15）
講
■ 三島理枝 氏(人材育成コンサルタント）
定 申込み順５０名
■
費
■ 無料
主・■
申・■
問 調布ゆうあい福祉公社 ☎０４２−４８１−７７１１
■

日 平成29年1月29日
■
（日）午前10時30分〜正午

所 深大寺こもれび
■
（深大寺東町１−９−４）
対 市内在住の家族介護者、
介護について関心がある方
■
内
■ 介護技術の基本
※申込み時「どのようなことに困っているか」お伝えください
講 調布ゆうあい福祉公社 住民参加推進係 関塚元太
■
（介護福祉士）
定
■ 申込み順６名
費 無料
■
主 ボランティアグループ深大寺こもれび
■
共・■
申・■
問 調布ゆうあい福祉公社 ☎042−４８１−７７１１
■

調布ゆうあい福祉公社とは…
市民相互の助け合いと自立支援のための質の高いサービスの提供を通じて、
あたたかい地域づくりを目指
し、
様々な在宅サービス事業を行っています。住み慣れた地域で安心して生活をつづけられるようサポート
し、
利用者の尊厳を守り、
その人らしい生活を支援します。 （公社の事業については中面をご覧ください。）
凡例 ■
日 →日時

所 →会場・場所 ■
対 →対象 ■
内 →内容
■

ぜひ
ご参加
ください

講 →講師 ■
定 →定員 ■
費 →費用 ■
主 →主催 ■
共 →共催 ■
申 →申込み ■
問→問い合わせ
■

住民参加型事業「会員制度」とは
担当職員
訪問

利用の相談
（電話）

サービス
開始

（サービス
受付・調整）

定期訪問
（日常生活
相談など）

「市民相互の支え合い」を基本とした会員制度により、
在宅福
祉サービス（有料）を提供しています。協力会員（有償ボラン
ティア）が担い手となり、支援を行っています。(詳細は中面を
ご覧下さい。）
●対 象
（利用会員）
調布市内にお住まいの概ね65歳以上の方や心身に障がいのある方、
病気療養中の方やひとり親家庭の方及び、
産前産後の方。

ホームヘルプサービス
（家事支援等）
掃除、調理、外出支援、庭
の手入れ等、
自立した生
活を送るために必要な支
援を行っています。

○利用時間

午前9時〜午後5時
（日・祝日は除く）

○利用料

1時間800円
時間外は1時間150円割増

食事サービス
（お弁当の調理・配達）
栄養のバランスを考え、季節の旬の食
材を取り入れた手づくりの食事を配達
し、
見守りを行っています。
●1食750円 ●365日／昼・夕
※利用料は消費税込みの価格です。

協力会員

サービス実施

利用会員

金品援助

利用料・支払い

賛助会員

訪問

︵ 看護師・ソーシャルワーカー︶

活動の報告・活動費請求

活動のサポート・活動費支払い

支え合い

調布ゆうあい福祉公社
補助（支援）

調布市
会費
利用会員 月1,000円
協力会員 月 100円

お問合わせ

年1回まとめて
個人一口 1,000円
団体一口 10,000円

賛助会員

☎042-481-7711

広告掲載の申込み
（株）ウィード：広告代理店（多摩川５−９−４
インペリアル京王多摩川フラット１０３号）
☎042−４４３−６６８１
※広告料収入は「広報紙

ゆうあい」の印刷製本費の一部に

充当しています。
※広告の内容は、公社が推奨等をするものではありません。

ボランティア募集
朝のウェルカムドリンクの準備や片付け、
ま
た午後のひとときにお話し相手や陶芸・カラ
オケのレクリエーションの補助などを行っ
て下さるボランティアを募集しています。

調布市国領高齢者在宅サービスセンター
問 ☎042-481-7711
■
国領町3-8-1
入間町地域密着型デイサービス「ぷちぽあん」
問 ☎03-3483-1681
入間町3-22-5 ■

地域で暮らすお手伝い

協力会員説明会を開催します
学生・主婦・シニア男性など様々な方が活躍されています。活
動できる時間・得意なことを登録して活躍してみませんか。
専門職員と仲間がサポートするので安心して活動できます。
ま
た、
活動に必要なスキルを身につけるための研修会を行って
います。
資格１８歳以上の健康な方（専門資格は不要）
日 12月14日
■
（水）、
1月12日（木）午前10時〜正午
所■
申■
問
■
調布ゆうあい福祉公社（国領町３−８−１）
☎042−４８１−７７１１

※要事前連絡。日時が都合に合わない場合はご相談ください。

空いている時間に、
ボランティアをして
みませんか

調布市の高齢者等を支える

調布市国領高齢者在宅サービスセンター
介護予防通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護
象 ： 調布市内にお住まいの介護保険（要支援・要
調布市介護予防・日常生活総合事業
介護）
認定、又は基本チェックリストの判定を受
（通所型サービス）が
けている方。
○実施日：月曜日から土曜日（祝日も営業）
平成28年10月より開始しました。
（12/29〜1/3は除く）
○対象者①要支援認定を受けた方
○食 事：昼食とおやつは栄養バランスのとれた
②65 歳以上の方で、基本チェックリストにより、
手作りです。
事業の対象となった方
○主なプログラム：転倒予防体操、趣味活動等
詳細はお住まいの地区の地域包括支援センター、もしくは
○季節のプログラム：新年会・お花見・あじさい散策・
当センターにお問い合わせ下さい。
夏祭り・敬老会・作品展・忘年会等
○入 浴：ご希望の方はご相談下さい。
○対

一日の流れ
①お迎え

②転倒予防体操

③昼食

④趣味活動等
⑤「ありがとう
ございました」

利用・見学についてはお電話にてご相談下さい。

国領町3-8-1☎042-481-7711

入間町地域密着型 認知症デイサービス「ぷちぽあん」
『仲間がいる、
話し相手がいる。雑木林につつまれた木造りのぷちぽあんで、
ゆったりと楽しい一日が過ぎていく』
（ぷちぽあんの大切なもの）
○対

象：調布市内にお住まいの認知症の診
断を受け、かつ介護保険（要支援・
要介護）認定を受けた方。
（送迎範囲
がありますのでご相談ください）
○実施日：月曜日から金曜日
（祝日も営業）
（12/29〜1/3 は除く）
外観
テラスからの風景
○食 事：昼食とおやつは栄養バランス
（施設というより、家のような雰囲気です） （新緑や紅葉を楽しむことができ、
冬は
富士山を望むことができます）
のとれた手作りです。
○主なプログラム：
〈午前〉
体操等
〈午後〉
趣味活動等
○入 浴：ご希望の方はご相談ください。
利用・見学についてはお電話にてご相談下さい。 体操

入間町3-22-5☎03-3483-1681

（午前中、
全身体操で
身体をほぐします）

音楽療法

ドッグセラピー

セラピー犬が
（月に4回、
フルート演奏に （月に1回、
合わせ懐かしい歌を楽し 遊びに来てくれます）
みます）

あたたかい地域を目指して
〜住民参加型事業「会員制度」の取組〜

住民参加型事業「会員制度」は高齢者の方や障がいのある方も「お手伝いして欲しい人（利用会員）」と
「お手伝いしたい人
（協力会員）
」
が会員になって、市民相互で支え合う仕組みです。
地域には「ちょっとしたお手伝い」で、安心して生活ができる方がいます。協力会員はそのような方に
対して「自分のできる範囲で困っている方の役に立ちたい」というボランティアの気持ちで、活動す
る方のことです。今回は、その活動の一部を公社職員がインタビューしましたのでご紹介します。

協力会員

①活動するきっかけ

調理・洗浄

配達・ホームヘルプサービス（家事支援等）

①市報で 公社の「協力会員説明会」の
記事を見て「何かしたい」
「役に立て
ることがあるかなぁ」と思い、説明会
に参加したこと（協力会員 福田さ
ん）
②配達は、
待っていてくれる利用者さん
がいてくれることが嬉しいですし、
お
話することが楽しいです。ホームヘル
プサービスは、掃除をして、利用者さ
んのお話を聞いています。協力会員
の皆さんはとても優しい方々ばかり
で、
自分自身の勉強になります（協力
会員 福田さん）

利用会員

②やりがい

左から公社職員 及川、
協力会員 福田さん、
玉置さん

①退職し「どこかで何かできないか」と思
っていたこと。また人のためになること
が好きだったこと。健康づくりのために
も「何かしていないと」と思ったこと。
②調理は、
皆に教えてもらいながら続けて
きました。今は自信がつき、
楽しいです。
特にデイサービスに出すお菓子を作る
ことが楽しいです。アプリコットケーキ、
スイートポテトなど、覚えたことを家で
作って、
ご近所の方に配ることもありま
す。参加したことが、
自分のプラスにな 公社職員 宮下(左）と
協力会員 長谷川さん(右）
っています。

①協力会員の活動内容
②利用して良かったこと
（助かっていること）
高齢者の方

①月２回 屋内の掃除。週１回 昼食の
配食サービス。年２回（春・秋）草とり
と窓ふき。
②（１）掃除の前に協力会員さんとコミ
ュニケーションをとる場合がある。協
力会員さんは手際よく掃除をしてい
る。私は協力会員さんの仕事振りを
見て、
いつも感謝している。
（２）配食サービスのお弁当は食材
の味付けがよく美味である。配達当
日が楽しい。
（３）草とりと窓ふきは、
綺麗に仕上げ
てくれるので感謝している。

グループホーム こぶしの花深大寺

鈴木さん

グループホーム じゃんぷ

調布市子ども家庭支援センター

グループホームじゃんぷは障がい者の方が地域で暮らすため
の共同生活援助の場です。
①週３回 夕食作り
（ホームヘルプサービス）
②「利用者のために温かく、
おいしい食
事を作ってもらっています。
『お母さん
の味 』というところが良いです」
（職
員）。
「一生懸命働いてきてお腹が減
っているので何でも食べます。働いた
後の食事が楽しみです。食事
の後はニュースの天気予報を
見たり、好きな曲を聞きます」
（利用者 山野井さん）
利用者

グループホームこぶしの花深大寺は、
認知症の高齢者の方が家庭的な環境
の中で共同生活をおくる「暮らしの場」です。
①週３回 夕食作り
（ホームヘルプサービス）
②あたたかい家庭の味をいただいています。協力会員
さんが夕食をつくっている時間は、
職員は利用者さ
んと一緒に過ごします。そして夕食を利用者さん、
職員みんなで美味しく食べています。利用者さん
が、下ごしらえしたものを、協力会員さんが夕食に
使ってもらうこともあります。また、協力会
員さんが利用者さん、職員の輪に入り、
お
話をすることもあります。グループホーム
左から職員の増子さん、
ですので、
このような家庭的な雰囲気にな 福島さん、高原さん
る夕食の時間を大切にしています。

山野井さん

すこやか

すこやかは、子育てに関する総合施設として
平成１３年４月にオープンしました。天候に左
右されない屋根のある公園は、
日中多くの方
でにぎわっています。また、
子育てに関する相
談や一時保育など様々な子育て支援サービ
スを提供しています。
①昼食と土日祝日の夕食（配食サービス）。
トワイライトステイ 夕食風景
平日の夕食作り
（ホームヘルプサービス）。
②お弁当は栄養士さんが作った献立で季節や行事に添ったメニューで、
色々
な野菜や食材が使われています。見た目も栄養のバランスも良く１人分か
ら届けてくださるので大変助かっています。夕食作りでは、
出来たてで温か
いご飯を小さい子どもから小学６年生までの子どもたち、
職員みんなで美
味しくいただいています。

